45 期【No23･24 号】第 2144 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「

全員協議会

2018/2/1
12/16：97.87％

」

12/21：96.30% 1/11：100％）

クラブ創立 45 周年記念式典全体会議Ⅱ

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間（2/23 ロータリー創立記念日･世界理解と平和の日）です

【前々回 1/18 の会長挨拶】
本日は職場例会ということで三菱自動車様のご協力により例会を行っております。私も
久しぶりに工場へ入りました。昔はよく仕事で研究棟やテストコースなどに来ておりま
した。
「昼時に場内を走るなよ」とよく言われた覚えがありますが、場内でよくマラソン
をしている方がみえまして、弁当を持ってこないと昼ご飯が食べられないなんてことも
ありました。またその当時初めて買った車が（三菱ギャランラムダＭＣＡＪＥＴ）とい
う車でした。この手元のパンフレットを見ても大変懐かしい車も載っております。皆様
も御存じのとおり三菱自動車は大変岡崎に貢献されている企業であります。社宅も岡崎
にたくさんあり、私の身内もここに務めております。常に未来志向の工場であるため構内もどんどん様変わり
しており、昔の面影とは違ってきております。今も隣で大きな建物を作っておられますが、工場見学も滅多に
ない機会だと思いますので、この後時間が有る方は是非見て行ってもらいたいなと思います。

【前々回 1/18 の卓話】

「三菱自動車が考える電動化社会への取組みについて」
ＥＶ．パワートレイン開発本部

CTE

百瀬

信夫

様

地球温暖化が進む中、日本は 2015 年に COP21(パリ協定)を採択しました。その内
容に含まれる「2 度シナリオ」実現のため、自動車に対し 2050 年までに 60％の CO2
削減が求められています。これに対し、ドイツでは 2030 年までに内燃エンジン車の
販売停止要求、イギリス・フランスでは 2040 年までに CO2 排出車の販売停止を掲
げています。そして国内メーカー各社も様々な対策を講じる中、わが三菱は車両ＥＶ化
を主軸に考え展開していきます。 遡ること 1964 年に大気汚染研究を始めて、1969
年に初のＥＶ車を発表。様々な研究・発表をし、2009 年には量産型ＥＶ『ｉ－Ｍｉ
EV（ｱｲ・ﾐｰﾌﾞ）』を発売し現在に至ります。 発売当初は馴染みの薄かったハイブリッド車も売り続けた結果、
今や時代をけん引していく車両へと発展してきた事や、研究による燃料電池生産コストの軽減、各国ノルマ達成
の為の薄利多売見込みから、来る 2020 年の欧州 CO2 削減規制までにはよりＥＶ化が進んでいくものと考え
ています。 今後は国内 4 社(トヨタ・日産・ホンダ・三菱)と共同で充電インフラの整備、ルノー・日産・三菱
でのＥＶ車共同研究や販売。または自動車のみならず、新ビジネスとして停電時の仮設電源や売電、2025 年
頃より大量に出回る旧電池の再利用(リユース)など様々な形で展開していきますので、今後ともご期待下さい。

卓話:三菱自動車工業㈱百瀬信夫様

卓話者紹介：石川職業奉仕委員長

幹事報告(安井健次君)
【第１７回理事会報告】
 年忘れ親睦家族例会決算報告の件
 新会員委員会配属の件：
神谷浩君(親睦活動出席/ＲＣＣ委員会)
岡田祥輝君(ニコニコ/インターアクト委員会）
 退会者への記念品贈呈の件：岩月鋹廣君へ記念品贈呈。
page 1

三菱自動車工業㈱岡崎製作所

 旅行同好会発足の件
以上承認されました。詳細は議事録をご覧ください。
 第 19 回ロータリー国際囲碁大会開催のご案内が届い
ています。(4/22(日)日本棋院会館)ご興味のある方は
幹事又は事務局までお尋ねください。
 1/22(月)15 時半～ガバナー事務所にて第７回地区公
共イメージ向上委員会が開催され、坂野地区副委員長








が出席します。
1/28(日)13 時～愛知県青年の家にて第３回地区ｲﾝﾀｰ
ｱｸﾄ委員会が開催され、山内地区委員が出席します。
1/31(水)14 時～名鉄グランドホテルにて地区クラブ
研修リーダー会議が開催され、三浦ロータリー情報委
員、加藤次年度職業奉仕委員長が出席します。
1/30(火)18 時～ローレライにてＩＭ発表者事前打ち
合わせ会が開催され、坂野弘君が出席します。
1/26(金)16 時～光ヶ丘女子高等学校にてｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗ
ﾌﾞ例会が開催され、生駒会長はじめ９名で出席します。
1/25(木)12 時～第 6 回創立 45 周年実行委員会が開
催されます。出席対象者の方はご出席をお願いします。

 次週 1/25 は新春親睦夜間例会です。午後６時～魚清
ですのでお間違えのないようお願いします。
 例会変更の案内が来ています。詳しくは週報あづまを
ご覧ください。

副幹事報告(坂野弘君)
 1/25(木)16 時半～第 2 回次年度理事会を開催します。
次年度役員理事の方はご出席をお願いします。
ビジター報告 【1/18 サイン受付】19 名
出席委員会
本日の出席率 78.43%(欠席 11 名)
前々回(12/21)修正出席率 96.30%(欠席 2 名)

２月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

2/1(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「全員協議会」クラブ創立 45 周年記念式典全体会議Ⅱ

2/8(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅠ」野村政弘君・生駒尚久君

2/15(木)
2/22(木)12:30～

定款第８条第 1 節の規定により休会
岡崎市竜美丘会館「501」

「年男放談 PartⅡ」林孝夫君・畔栁秀幸君

クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

2 月 9 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

2 月 13 日（火）

岡崎南/岡崎城南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

2 月 13 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

2 月 14 日（水）

豊田東

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

2 月 16 日（金）

安城

定款により休会

2 月 20 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

2 月 21 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

2 月 23 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

2 月 23 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

2 月 26 日（月）

刈谷

刈谷商工会議所３階事務局 11:30～12:30

2 月 27 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 7 階 17:00～18:00

2 月 27 日（火）

西尾

西尾信用金庫中央支店 204 号室 11:30～12:30

2 月 28 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

3 月 6 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

3 月 6 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

3 月 13 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

3 月 19 日（月）

豊田西

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

3 月 20 日（火）

岡崎南

定款第 8 条第 1 節の規定により休会

3 月 23 日（金）

安城

定款により休会
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【前回 1/25 の会長挨拶】
皆さんこんばんは。今日は朝からとても寒く、足元の悪い中大変ご苦労様です。昨日の
夜から雪も降りまして大変な日となりました。そんな中での夜間例会にもかかわらず、
お集まりいただきましてありがとうございます。年輩の方も若い方も遠慮の無いよう、
たくさん食べて飲んでいって下さい。ただお帰りの際は滑って転ばないようにお気をつ
けて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

【前回の例会】

「

新春親睦夜間例会

」

～ 魚清～

野村会長エレクト 乾杯のご発声

手に手つないで

梅村副会長 締めのご挨拶

手に手つないで

 長坂勲君
お寒うございます。
 中川和弘君 寒い日が続きますけどがんばりましょう。
 林孝夫君･鈴木公市君･石川雅規君･佐野真琴君

ビジター報告
出席委員会

1/25(サイン受付)26 名
1/25 の出席率 86.00%(欠席 7 名)
前々回(1/11)修正出席率 100%(欠席 0 名)

ニコボックス委員会
 安井健次君
 小林清文君

新春親睦夜間例会です。お楽しみ下さい。
昨年、職場例会で訪問した「愛恵協会」
の施設で「愛知まちなみ建築賞」を受賞しました。来
週、授賞式に行って来ます。
 杉田広喜君 寒い中御参加頂きありがとうございます。
 野村政弘君･三浦泰廣君･浅岡謙治君･清水幹良君･岩崎
靖彦君･小出一輔君 新年会楽しみましょう。

【会議報告】インターアクトクラブ例会






魚清さんいつもお世話になります。今日もよろしく
お願いします。
鋤柄英明君 酒井さん、新年会では大変お世話になり
ました。
南鉉君
倉内さんお世話になりました。
岡田祥輝君 ニコニコ委員会に配属となりました。
よろしくお願いします。
加藤和志君・稲垣寿君 ニコに協力します。

インターアクト委員長

三城偉央

1 月２６日光ヶ丘女子高等学校にて、インターアクトクラブの例会に生駒会長はじめ 8 名で参加をしてきま
した。点鐘から始まり点訳部とエンジェル部の活動報告・海外派遣研修報告などの発表が行われました。例会
の内容としては幾つか問題もありましたが、今後も継続的に助言を重ねながら、定例化に向けてのサポートし
ていきたいと思います。
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1 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

1月

\22,400

\3,992

\60,000

\0

\61,000

今年度累計

\538,400

\37,176

\834,200

\27,612

\701,000

２月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

近藤金作君（S28.2.2）

杉田雄男君（S15.2.8）

中川和広君（S31.2.18）

宇野弘隆君（S34.2.25）

池田

正君 照子様(2.6)

青山俊次君 隆子様(2.23)

鉉君 (H12.2.11)

佐藤寿行君 (H7.2.19)

小林清文君（S31.2.26）
奥様誕生日

おめでとうございます

浅岡謙治君 美幸様(2.4)

足立汎和君 弘子様(2.6)

鋤柄英明君 麻知子様(2.23)

小木曽進君 あけみ様(2.26)

結婚記念日

おめでとうございます

足立汎和君 (S39.2.7)

朝倉清陽 (S55.2.10)

山内隆一君 (S43.2.24)

石川雅規君 (H2.2.28)

入会記念日

南

おめでとうございます

稲垣 寿君 (H19.2.1)
皆出席

おめでとうございます（1 月入会者）

池田 正君 (25 年)

野村政弘君 (19 年)

酒井 賢君 (11 年)

坂野 弘君 (7 年)

西脇謙二君 (4 年)

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

3 月 15 日(木)

ザ・トラデション GC

定例会

ひよどり会

2 月 8 日(木)

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示

♪♪ ＡＺＵＭＡ 気まぐれグルメコーナー ♪♪
「

韓国料理

第９回

味家

長坂貴之君

」

ご存知の方もいるかと思いますが、市役所西庁舎北すぐの場所
にあるこのお店はランチが人気で、1 番人気の「ホル辛」は、
プリプリのホルモンと豆腐がたっぷり入った甘辛い味付けで
ご飯が進み絶品です。夜は韓国のおつまみで仲間と一杯！
ますます寒くなるこれからの季節にはお勧めのお店です。
住所：岡崎市伝馬通５－７１加藤ビル１Ｆ
TEL：0564-24-4004
営業時間： 11:00～22:00
休日： 日曜・祝日（土曜ランチのみ）
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